
０１０２５ １月８日 曇 稍重 （１９京都１）第３日 第１競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５分 （ダート・右）

若手騎手，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

７１３ レンデフルール 牝３青鹿５４ 生野 賢一 �グリーンファーム 音無 秀孝 新冠 武田牧場 ４４６± ０１：１４．４ ５．７�

６１１ シルクヘラクレス 牡３栗 ５６ 難波 剛健有限会社シルク田島 良保 新冠 渕瀬フアーム ４８６± ０１：１４．７１� １３．３�
５９ シルクレグナム 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典有限会社シルク山内 研二 鵡川 上水牧場 ４７０＋ ６ 〃 クビ ２．１�
８１６ フロストワーク 牡３芦 ５６ 柴原 央明 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４４６＋１０１：１４．９１ １４．９�
５１０ スプラッシュアウト 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４２８± ０１：１５．０� ４．２�

８１５ ル リ ュ ー ル 牝３鹿 ５４
５３ ☆鮫島 良太林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４３６＋１４１：１５．４２� １５．８	

７１４ シゲルエファリスト 牡３鹿 ５６
５３ ▲船曳 文士森中 蕃氏 坪 憲章 新冠 長浜 秀昭 ４８０＋ ４１：１６．１４ ３１８．４


４７ ローラングリフ 牝３鹿 ５４ 北村 浩平斉藤 敏博氏 南井 克巳 三石 元道牧場 ４３８－ ２ 〃 ハナ １１４．８�
２３ ト ッ ト ン メ 牡３青 ５６ 小坂 忠士難波 経雄氏 西園 正都 浦河 信成牧場 ４９４＋ ２１：１６．２クビ ８．９�
３６ � セルリアンカムカム 牡３栗 ５６ 岩崎 祐己�イクタ 田中 章博 池田 高橋 正三 ４２８＋ ２１：１６．３� ８３．１
６１２ アイファーカツオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲上野 翔中島 稔氏 福永 甲 新冠 竹中牧場 ４４６－ ４１：１６．５１� ２１６．０�
２４ チェリーカントリー 牝３芦 ５４ 高野 容輔櫻井倶楽部 梅田 康雄 門別 坂田牧場 ４４６－ ４１：１６．６� ５７９．９�
４８ � リ ン グ 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ３６８－ ４１：１６．９２ ２４１．２�
１２ ビクトリアダンス 牝３栗 ５４ 南井 大志水谷 精吾氏 五十嵐忠男 静内 静内山田牧場 ４３６＋ ４１：１７．４３ ２９３．１�
１１ � エリモウィッチ 牝３黒鹿５４ 佐久間寛志山本 敏晴氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４８６－ ４１：１８．１４ ３１８．４

３５ キャットムーン 牝３黒鹿５４ 高井 彰大�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４０８± ０１：１９．１６ ５４０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２９２，６００円 複勝： ２０，４７７，０００円 枠連： ２２，２０１，１００円

普通馬連： ７３，１５７，４００円 馬単： ７４，１５１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３４０，０００円

３連複： １００，００３，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３２８，６２２，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １９０円 � ２８０円 � １２０円 枠 連（６－７） ２，９２０円

普通馬連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ５，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ３１０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，８６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７２９２６ 的中 � ２４１３６（３番人気）
複勝票数 計 ２０４７７０ 的中 � ２６３１５（３番人気）� １４０１９（６番人気）� ６４０８２（１番人気）
枠連票数 計 ２２２０１１ 的中 （６－７） ５６２５（８番人気）
普通馬連票数 計 ７３１５７４ 的中 �� １５３５１（１１番人気）
馬単票数 計 ７４１５１１ 的中 �� １０００４（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３４００ 的中 �� ５６０４（１１番人気）�� １８８１８（２番人気）�� １３８３７（３番人気）
３連複票数 計１００００３４ 的中 ��� ３９８８４（６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１２．３―１２．５―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１３．０―２４．８―３７．１―４９．６―１：０１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３７．３
３ ９，１３（１０，１５）（７，１６，１１）（２，１４）１，６（８，３）５（４，１２） ４ ９，１３，１０（１５，１１）（７，１６）－２（１４，３）６，８（１，４，１２）５

勝馬の
紹 介

レンデフルール �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Affirmed デビュー ２００６．１１．１９ 京都４着

２００４．５．１７生 牝３青鹿 母 フローラルマジック 母母 Rare Lady ３戦１勝 賞金 ６，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャットムーン号は，平成１９年２月８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カシノアマゾネス号・ラガーヨーチャン号



０１０２６ １月８日 曇 稍重 （１９京都１）第３日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

８１５ ネ イ キ ッ ド 牡３栗 ５６ 福永 祐一前田 晋二氏 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ２１：５６．９ ３．７�

６１２� ゴールデンシャイン 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４７０＋ ６１：５７．４３ ３．６�
６１１� ロフティマウンテン 牡３栗 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 清水 出美 米 Brookdale ５２２－１０１：５７．５クビ ４０．４�
３５ � エーシンレドメーン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介平井 宏承氏 岡田 稲男 米 Winches-

ter Farm ４７４＋ ６１：５７．９２� ２４．７�
５９ ゴールデンエビス 牡３鹿 ５６ 小牧 太山本 廣氏 服部 利之 静内 静内白井牧場 ５０４＋ ８１：５８．０	 ４８．１�
７１３� ヒシウィンザー 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大阿部雅一郎氏 河内 洋 愛 M. Abe ４６２＋ ４１：５８．３１	 ２３．１�
３６ マイネルガリレイ 牡３栗 ５６

５３ ▲北村 友一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐々木晶三 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４４± ０１：５８．４	 ２９．７	
７１４� アグネストップ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文渡辺 孝男氏 宮本 博 米 Douglas

Arnold ４７６－ ２ 〃 アタマ ４．８

８１６� ファートゥム 牡３栗 ５６ 岩田 康誠田上 雅春氏 飯田 雄三 静内 岡田スタツド ４４４－ ２１：５８．６１
 ９．６�
５１０� ゴールドネオ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典 �ゴールドレーシング 領家 政蔵 愛 Swordle-
stown Stud ４８８± ０１：５９．０２� ９．７�

１２ � エーシンダードマン 牡３青鹿 ５６
５５ ☆鮫島 良太平井 宏承氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４８４＋ ４１：５９．４２� １３５．７

４７ バサラオージャー 牡３青鹿５６ 高橋 亮吉岡 泰治氏 高橋 隆 門別 庄野牧場 ５００＋ ２１：５９．７２ ５２．６�
２４ ドヴォルザーク 牡３鹿 ５６ 川島 信二植田 忠司氏 安藤 正敏 新冠 高橋 忍 ４７０－ ４ 〃 ハナ ２２７．３�
２３ � エレクトロベル 牡３青鹿５６ 川田 将雅青山 洋一氏 池江 泰寿 米 David S.

Milch ４５０＋ ６２：００．０１	 ４５．８�
４８ メイショウデンカ 牡３青 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５６＋ ２２：００．１	 １３２．８�
１１ � カッサイノアラシ 牡３栗 ５６ 上村 洋行ジョイ・レースホース� 藤沢 則雄 新冠 新冠橋本牧場 ４８０＋ ６２：０１．４８ １４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９０８，６００円 複勝： ２５，６０４，６００円 枠連： ２７，６１４，５００円

普通馬連： ７８，９２１，７００円 馬単： ７１，６９９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８８３，１００円

３連複： １１０，５１７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３５６，１４９，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ７８０円 枠 連（６－８） ４３０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２，４１０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� ８，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７９０８６ 的中 � ３８８４７（２番人気）
複勝票数 計 ２５６０４６ 的中 � ４９７２６（２番人気）� ５９５２４（１番人気）� ５５５３（１２番人気）
枠連票数 計 ２７６１４５ 的中 （６－８） ４７７３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８９２１７ 的中 �� ８６３７０（１番人気）
馬単票数 計 ７１６９９９ 的中 �� ４０６４０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８８３１ 的中 �� ２８５９２（１番人気）�� ２１６５（２７番人気）�� ２５９４（２３番人気）
３連複票数 計１１０５１７３ 的中 ��� ９９４３（２３番人気）

ハロンタイム １２．２―１２．０―１４．６―１４．０―１４．１―１３．５―１２．６―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２４．２―３８．８―５２．８―１：０６．９―１：２０．４―１：３３．０―１：４５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３６．５
１
３
１１（５，１３，１５）（６，１２）（１，１０）（２，１６，１４）（４，９）（３，７）８・（１１，１３，１５）１２（５，１４）（６，１０，１６）（９，７）（１，４，２）（３，８）

２
４
１１（１３，１５）（５，１２）（６，１４）（１，１０，１６）（２，４，９）７，３，８・（１１，１３，１５）（５，１２，１４）（６，１６）９（１０，７）４，２（３，８）１

勝馬の
紹 介

ネ イ キ ッ ド �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１２．１７ 阪神４着

２００４．５．２２生 牡３栗 母 ア ラ ン ダ 母母 キャットクイル ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔騎手変更〕 カッサイノアラシ号の騎手佐藤哲三は，第２日第５競走での落馬負傷のため上村洋行に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 オースミプランドル号・ドングラシアス号・ナムラコマンド号・ローケイダブリュ号



０１０２７ １月８日 曇 稍重 （１９京都１）第３日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３６ タケイチゼット 牝３栗 ５４ 安藤 勝己竹中 健一氏 福島 信晴 浦河 大西牧場 ４６６＋ ４１：２６．４ ２．４�

１２ ヤマニンプロローグ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介土井 肇氏 藤岡 健一 新冠 錦岡牧場 ４８８＋ ２１：２６．６１ ７．０�
５１０ サ ラ バ ン ド 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ２１：２７．４５ １０．３�
２３ メイショウバレーヌ 牝３栗 ５４ 四位 洋文松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６０－ ４１：２７．９３ ５．５�
４７ キクカラヴリイ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５０－ ６１：２８．２２ １２０．９�
４８ プレシャスジェフォ 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦アーネストクラブ 福島 勝 静内 高橋 修 ５１８＋ ２１：２８．３クビ ５４．７�
６１２ オーミメリッサ 牝３青 ５４ 和田 竜二岩� 僖澄氏 田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４１８－ ８１：２８．５１� １６３．９	
８１６� アドマイヤミスティ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎近藤 利一氏 中尾 正 浦河 辻 牧場 ４６０± ０１：２８．７１� ２４．６

３５ � スーパーレインボー 牝３栗 ５４ 福永 祐一後藤 繁樹氏 瀬戸口 勉 静内 タイヘイ牧場 ４７６－１２１：２８．８� ３２．２�
５９ ブラックウィッチ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆鮫島 良太林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４４６± ０ 〃 クビ ８．９�
２４ � ヨドノシルフィード 牝３鹿 ５４

５１ ▲北村 友一太田 博造氏 鶴留 明雄 新冠 松浦牧場 ４１０＋１０１：２９．０１� ２３５．４
６１１� セフティーオーラ 牝３黒鹿５４ 須貝 尚介池田 實氏 須貝 彦三 静内 野坂牧場 ４６４－１０１：２９．４２� １７４．８�
７１３� キッスホーラー 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史松坂 記吉氏 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 ４２８＋ ４１：２９．８２� ２７１．９�
１１ � ツルミアリエル 牝３芦 ５４

５１ ▲田村 太雅�鶴見ホース 柴田 光陽 浦河 吉田 隆 ３６６± ０１：２９．９クビ ４９３．８�
７１４ ブラックホール 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ

ジメント 太宰 義人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３０＋ ２１：３０．３２� ５．６�
８１５ アグネススザク 牝３青鹿５４ 長谷川浩大渡辺 孝男氏 大根田裕之 三石 三石川上牧場 ４７４－ ６１：３５．４大差 １０６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４２４，７００円 複勝： ２７，６９６，９００円 枠連： ２８，１３９，５００円

普通馬連： ８２，８２５，９００円 馬単： ８０，６１４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６７９，９００円

３連複： １１８，３４２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３８２，７２４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ２２０円 枠 連（１－３） ７６０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ４８０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０４２４７ 的中 � ６７３０３（１番人気）
複勝票数 計 ２７６９６９ 的中 � ７７００９（１番人気）� ３９８３５（２番人気）� ２６３３１（５番人気）
枠連票数 計 ２８１３９５ 的中 （１－３） ２７４１７（４番人気）
普通馬連票数 計 ８２８２５９ 的中 �� ７７１５５（２番人気）
馬単票数 計 ８０６１４９ 的中 �� ４４１０７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６７９９ 的中 �� １９１７１（３番人気）�� １２６０４（５番人気）�� ７８５７（１０番人気）
３連複票数 計１１８３４２２ 的中 ��� ３９９２０（８番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．３―１２．４―１２．８―１２．８―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．３―３５．７―４８．５―１：０１．３―１：１３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３７．９
３ ・（３，５，６）１０（１２，１４）１１（１３，７）（８，１５）２－（４，１６，９）－１ ４ ３（５，６）１０（１２，１４，２）（８，１１，７）＝（１３，４）－（１，１６，９）－１５

勝馬の
紹 介

タケイチゼット �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００６．７．１６ 小倉８着

２００４．３．２２生 牝３栗 母 タケイチイチホース 母母 シヤダイビシヨツプ ９戦１勝 賞金 １５，４００，０００円
〔騎手変更〕 プレシャスジェフォ号の騎手佐藤哲三は，第２日第５競走での落馬負傷のため渡辺薫彦に変更。
〔その他〕 アグネススザク号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 アグネススザク号は，平成１９年２月８日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アジアンホープ号・ヴィアラクテア号・コールサイン号・ミスズアロハ号



０１０２８ １月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（１９京都１）第３日 第４競走 ��２，９３０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１６．４良・良

８１３ テイエムヒビキ 牡４鹿 ５９ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 早来 ノーザンファーム ５０４＋１４３：１７．２ ７．４�

２２ �� ジャイアンツエール 牡５青鹿 ６０
５７ ▲船曳 文士栗坂 崇氏 友道 康夫 愛 Round

Hill Stud ５６６＋ ４３：１７．９４ １１．１�
６９ �� ピクシーストーン 牡４栗 ５９ 植野 貴也中山 速水氏 武 宏平 清水 競勝牧場 ４９６＋ ４３：１８．３２� ５０．７�
４６ アウトオブサイト 牡５黒鹿６０ 黒岩 悠前田 幸治氏 山本 正司 新冠 高瀬牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ ４．１�
７１２ アザンクール 	４鹿 ５９ 高野 容輔山上 和良氏 坂口 正則 浦河 杵臼牧場 ４７２＋ ２３：１８．７２� １２．４�
８１４ クリスタルハート 牡４栗 ５９ 南井 大志小田 廣美氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４７４＋ ６３：１８．８
 ９１．０�
５７ � ユ ウ ゼ ー タ 牡６黒鹿６０ 白坂 聡�アイテツ 田中 章博 浦河 鎌田 正嗣 ４６２＋１２３：１８．９クビ ２５．０	
１１ � ヘ キ レ キ 	６鹿 ６０ 今村 康成齊藤四方司氏 沖 芳夫 静内 千代田牧場 ５００＋１０３：２０．０７ ２．５

４５ � ウインリゲル 牡６栗 ６０ 白浜 雄造�ウイン 安達 昭夫 浦河 桑田 正己 ５３６－ ４３：２３．４大差 ６．１�
６１０�� アスカノエナリー 牡６栗 ６０ 菊地 昇吾豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 越湖牧場 ４９０＋ ６３：２３．５� ５８．０�
５８ バ ル ビ エ レ 牡４鹿 ５９ 宇田登志夫加藤 厚子氏 福島 勝 様似 �村 伸一 ５０６＋ ６３：２４．３５ ２０３．７
７１１ アラタマハーバー 牡４鹿 ５９ 田中 亮荒木 みち氏 新川 恵 門別 槇本牧場 ５２４－ ２３：２５．１５ １２３．９�
３４ ジンデンバリュー 牡４鹿 ５９ 矢原 洋一黒岩統治郎氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４５０± ０３：２５．６３ １２９．６�
３３ �� オースミミラクル 牡５栗 ６０ 岩崎 祐己�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４ （競走中止） ３０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，９６２，１００円 複勝： １３，５４２，２００円 枠連： ２７，１９８，４００円

普通馬連： ６４，５３０，０００円 馬単： ７１，２２６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９４８，６００円

３連複： １０９，３２１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３１８，７２９，７００円

払 戻 金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２６０円 � ３５０円 � ９４０円 枠 連（２－８） ３，８１０円

普通馬連 �� ３，３２０円 馬 単 �� ７，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ２，６９０円 �� ３，５５０円

３ 連 複 ��� ２６，８２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４９６２１ 的中 � １５９５６（４番人気）
複勝票数 計 １３５４２２ 的中 � １５９９５（４番人気）� １０５６１（５番人気）� ３２７２（９番人気）
枠連票数 計 ２７１９８４ 的中 （２－８） ５２７３（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６４５３００ 的中 �� １４３６５（１３番人気）
馬単票数 計 ７１２２６８ 的中 �� ７００２（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９４８６ 的中 �� ４３５３（１４番人気）�� １６２５（２６番人気）�� １２２１（３４番人気）
３連複票数 計１０９３２１６ 的中 ��� ３００９（６６番人気）

上り １マイル １：４６．５ ４F ５３．４－３F ３９．９
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 
→�→�→�」
�
�

・（６，２）（１，１３）＝７－（９，１４）－１２－５＝１０－１１，４，８
６，２－（１，１３）（７，９）１４，１２＝５＝１０－８（１１，４）

�
�
６，２，１，１３－７＝１４（９，１２）＝５＝１０－（１１，４）８
６，２，１３，９，１，７（１２，１４）＝５＝１０－８（１１，４）

勝馬の
紹 介

テイエムヒビキ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１０．２ 阪神３着

２００３．２．５生 牡４鹿 母 ツキノメガミ 母母 ダイナアルテミス 障害：４戦１勝 賞金 １０，６５０，０００円
〔競走中止〕 オースミミラクル号は，１周目３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 ウォータートリトン号・オーバーシーズ号・カオリリニア号・カノヤバトルスター号・キーンランドスワン号・

スズカウエスト号・スリープレアデス号・ダイタクアルビン号・ダイワアルテミス号・ターボフラッシュ号・
テイエムツバサオー号・トップアーチ号・ナムラガリレオ号・ナムラルパン号・ニシノユメヲミセテ号・
ホーマンラフィット号・マキハタスパート号・マダムウイナー号・ユウゼニス号



０１０２９ １月８日 晴 良 （１９京都１）第３日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２５分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

８１５�� ブルーリッチ 牡３栗 ５６ 四位 洋文後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 パカパカ
ファーム ４８０ ―２：０４．５ ３．５�

６１１� ロペットマスター 牡３黒鹿５６ 福永 祐一林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４８２ ―２：０４．８２ ４．３�
３５ ソウルオブジャパン 牡３鹿 ５６ 松田 大作太田 美實氏 友道 康夫 静内 藤原牧場 ４７０ ―２：０４．９� １５．１�
２３ � サンライズトラスト 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４６０ ―２：０５．０� ５８．４�
７１４	 デマントイドリバー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�嶋 哲氏 角居 勝彦 米 Damara

Farm ４７０ ― 〃 クビ ３．３�
１２ ドールリヴィエール 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 KHTC 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４９２ ―２：０５．１
 ３１．６�
２４ � タイカーリアン 牡３鹿 ５６ 幸 英明�名鯛興業 加藤 敬二 新冠 メイタイ牧場 ４６６ ―２：０５．３
 ２２．３	
５９ � マヤノスザク 牡３栗 ５６ 小林 徹弥田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８０ ― 〃 クビ ６０．８

１１ � タマモモダンタイム 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦タマモ� 小原伊佐美 門別 中川牧場 ４４６ ―２：０５．４� １３５．０�
６１２� ヒカリシャトル 牡３鹿 ５６ 本田 優當山 則氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 ５１８ ―２：０５．６１� ７．０�
３６ � エターナルクラウン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ４９２ ―２：０５．７
 ８０．０�
７１３ セントラルパーク 牝３栗 ５４ 武 幸四郎 �エクセルマネジメント藤原 英昭 えりも エクセルマネジメント ４３２ ―２：０５．９１� ２１．３�
５１０� メイボウコウシ 牝３芦 ５４ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 門別 長田ファーム ４６６ ―２：０６．０クビ １２３．２�
４８ コウエイマイホープ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大西岡 静男氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４２４ ―２：０６．１� ８６．８�
４７ � ローレルアクシス 牡３栃栗５６ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４９２ ―２：０６．２� ６８．７�
８１６�� メイケイグリーン 牡３黒鹿５６ 川田 将雅名古屋競馬� 木原 一良 静内 寺越 政幸 ４９０ ―２：０６．４１� ５１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７９９，６００円 複勝： ２０，０７９，１００円 枠連： ３７，６５８，２００円

普通馬連： ７８，６６１，２００円 馬単： ７８，５０２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０７４，９００円

３連複： １１３，６４３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３６９，４１９，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ２９０円 枠 連（６－８） ４８０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ７５０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ４，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８７９９６ 的中 � ４２８６５（２番人気）
複勝票数 計 ２００７９１ 的中 � ４２７７８（１番人気）� ２９１７６（３番人気）� １４６９６（５番人気）
枠連票数 計 ３７６５８２ 的中 （６－８） ５７９５２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７８６６１２ 的中 �� ６１５２５（２番人気）
馬単票数 計 ７８５０２８ 的中 �� ３６３０７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０７４９ 的中 �� １３５５２（４番人気）�� ７１３５（７番人気）�� ４２３４（１１番人気）
３連複票数 計１１３６４３９ 的中 ��� ２０２３２（９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．５―１３．３―１３．６―１３．２―１２．７―１２．１―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３６．２―４９．５―１：０３．１―１：１６．３―１：２９．０―１：４１．１―１：５２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．５
１
３

・（１０，１１）１３－（２，１４）（４，１５）（１，５，１６）（３，７，１２）（９，８）６・（１１，１３）１４（１０，２，１５）（４，１２）（１，５）（３，１６）９（６，８，７）
２
４

・（１０，１１）１３（２，１４）（４，１５）（１，５，１６）（３，７，１２）９，８，６
１１（１３，１４）（１０，２）１５（１，４）１２（９，３，５，１６）（６，８，７）

勝馬の
紹 介

�
�
ブルーリッチ �

�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Akarad 初出走

２００４．４．２０生 牡３栗 母 バブルドリーム 母母 Bubble Prospector １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ドールリヴィエール号の騎手佐藤哲三は，第２日第５競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タガノトゥーリ号



０１０３０ １月８日 晴 良 （１９京都１）第３日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

６１１� マイネルクルーガー 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆鮫島 良太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 英 R. W. K.
Lewis ４４４＋ ６１：５５．８ ６．４�

４６ � ビードラスティック 牡３黒鹿５６ 角田 晃一吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４４０＋１２ 〃 クビ ２４．２�
７１２ ニシオハンセル 牡３栗 ５６ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４６０＋ ２１：５６．１１� １５４．５�
８１５ サイキックダイブ 牡３青鹿５６ 幸 英明 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４＋ ２１：５６．２� ２１８．５�
２２ � ブレイブボーイ 牡３青 ５６ 熊沢 重文深見 富朗氏 山内 研二 米 G. W.

Humphrey ５１０＋ ４１：５６．３	 ４９．６�
３５ ラインストーム 牡３芦 ５６ 福永 祐一大澤 繁昌氏 瀬戸口 勉 静内 高橋 修 ４７６＋ ２１：５６．５１	 ２０．５	
５８ コパノタイマネ 牝３栗 ５４ 小牧 太小林 祥晃氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ４６２± ０１：５６．６	 １２４．７

８１４�
 ツルマルキセキ 牡３青鹿５６ 赤木高太郎鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 城地 和義 ４４８－ ２ 〃 アタマ １１５．２�
１１ ナムラカゲトラ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 静内 漆原 哲雄 ４５８＋ ８ 〃 ハナ ９．７�
６１０
 バイオレットピース 牡３栗 ５６ 安藤 勝己中野 銀十氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４５２＋ ２１：５６．８１� ９５．３
２３ マコトスパルビエロ 牡３芦 ５６ 四位 洋文眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５１８＋ ６１：５６．９� ２．４�
４７ 
 アインファスター 牝３鹿 ５４

５１ ▲北村 友一岩� 僖澄氏 宮 徹 門別 日高大洋牧場 ３９０－ ６１：５７．５３	 １２４．５�
７１３� アクロスザスター 牡３栗 ５６ 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 米 Karla

Wolfson ５０４－ ２１：５７．６	 １３．６�
３４ メイショウラッシー 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 三嶋牧場 ５２０－ ４１：５７．８１	 ３．０�
５９ テイエムホープフル 牡３栗 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 中島 俊明 ５１２－ ４１：５７．９クビ １２２．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，３６０，８００円 複勝： ２９，５５７，５００円 枠連： ３６，６５２，１００円

普通馬連： １１５，２２２，９００円 馬単： １１２，０２７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，７０９，５００円

３連複： １６５，２６４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５１７，７９５，５００円

払 戻 金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２１０円 � ４００円 � ２，２８０円 枠 連（４－６） ４，２５０円

普通馬連 �� ６，４６０円 馬 単 �� １０，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７５０円 �� ４，５４０円 �� １２，６６０円

３ 連 複 ��� １２１，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５３６０８ 的中 � ３１６３４（３番人気）
複勝票数 計 ２９５５７５ 的中 � ４６９５４（３番人気）� １８９３２（６番人気）� ２７６３（１２番人気）
枠連票数 計 ３６６５２１ 的中 （４－６） ６３６７（１３番人気）
普通馬連票数 計１１５２２２９ 的中 �� １３１７６（１８番人気）
馬単票数 計１１２０２７８ 的中 �� ７８７４（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３７０９５ 的中 �� ４８４６（１７番人気）�� １８１９（３１番人気）�� ６４５（６６番人気）
３連複票数 計１６５２６４９ 的中 ��� １００６（１５８番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．３―１３．５―１３．７―１４．２―１３．４―１２．８―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２３．３―３６．８―５０．５―１：０４．７―１：１８．１―１：３０．９―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３７．７
１
３
７，９，１３（４，１４）（１０，１５）（３，１２）（５，８）（１，２，１１）－６・（７，９）（１３，１４）（４，１１）（１０，１５，６）（３，２）（５，１２）８，１

２
４

・（７，９）（４，１３）（３，１０，１４，１５）（５，１２，１１）８，１，２，６・（７，９）１３（４，１４，１１）（１５，６）３（１０，１２，２）５（１，８）
勝馬の
紹 介

�マイネルクルーガー �
�
父 Montjeu �

�
母父 Charnwood Forest デビュー ２００６．６．２５ 京都１５着

２００４．２．２８生 牡３黒鹿 母 Breakfast Bay 母母 Diavolina ７戦２勝 賞金 １５，１００，０００円
〔騎手変更〕 バイオレットピース号の騎手M．モンテリーゾは，第２日第５競走での負傷のため安藤勝己に変更。
※アインファスター号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１０３１ １月８日 晴 良 （１９京都１）第３日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０９．１

重

不良

３５ � ナムラオシリス 牡４鹿 ５６ 上村 洋行奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 成隆牧場 ４５８＋１６１：１２．８ ３３．５�

６１１ トレノラピド 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥田畑 法賢氏 崎山 博樹 静内 出羽牧場 ４６８＋１２１：１３．１１� ２５．７�
４８ � タキオンシチー 牡４栗 ５６ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４６６－ ２１：１３．５２	 ３．６�
１１ � コペルニクス 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠伊達 秀和氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン

牧場 ４８２＋ ８１：１３．６	 ４．３�
５１０ スズカデヒア 牡５栗 ５７ 小牧 太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 鵡川 新井牧場 ５２６－ ４１：１３．８１ ３．５�
５９ � メイショウダンケン 
４黒鹿５６ 幸 英明松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４５４＋ ８１：１３．９	 ８５．８�
２３ マイティーキラー 牡４栗 ５６

５５ ☆鮫島 良太小川 勲氏 宮 徹 新冠 細川農場 ５０２± ０１：１４．２２ ６．９	
２４ � サクセスキーワード 牡５黒鹿５７ 熊沢 重文�嶋 哲氏 山内 研二 愛 J. M. Ryan ４８８＋ ４１：１４．７３ ２４．０

８１５� プリンセスデザイア 牝４鹿 ５４ 川田 将雅サウスニア� 角居 勝彦 愛 Rockhart

Trading Ltd ４２６± ０ 〃 クビ １２．０�
３６ アグネスカーン 牡４栗 ５６ 渡辺 薫彦渡辺 孝男氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４６０＋ ２１：１４．９１	 １５３．８�
７１４� ノーブルハーモニー 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大中村 浩章氏 大根田裕之 米 Green

Gates Farm ４７８－３２１：１５．２１� ８２．７
７１３� シゲルシテカブ 牡４鹿 ５６ 池添 謙一森中 蕃氏 鶴留 明雄 新冠 岩見牧場 ４６０＋ ８１：１５．７３ １５３．２�
８１６ イサミフラワー 牝４鹿 ５４

５１ ▲田中 克典前田 哲郎氏 領家 政蔵 静内 坂本 春雄 B４８２± ０ 〃 アタマ ８５．５�
６１２ マッキータイガー 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４８６－ ６１：１５．９１	 １６．７�
１２ � ジーティーピーチ 牝６鹿 ５５ 橋本 美純�グリーンテック橋本 寿正 門別 白井牧場 ４５２± ０１：１６．０クビ ５６．７�

（１５頭）
４７ ユ ウ ア イ ラ 牝４栗 ５４ 安藤 勝己�アイテツ 鮫島 一歩 新冠 佐藤 信広 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，７４３，６００円 複勝： ２８，７７７，１００円 枠連： ３９，２６１，６００円

普通馬連： １２４，２１５，４００円 馬単： １０４，７００，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，７４２，３００円

３連複： １６５，４１１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５１７，８５２，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３，３５０円 複 勝 � ８２０円 � ７１０円 � １９０円 枠 連（３－６） １１，４８０円

普通馬連 �� ４０，０４０円 馬 単 �� ４８，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２，５４０円 �� １，８２０円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� ５６，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３７４３６ 的中 � ５５９５（９番人気）
複勝票数 計 ２８７７７１ 的中 � ７８８４（９番人気）� ９１８４（８番人気）� ５３７２８（３番人気）
枠連票数 計 ３９２６１６ 的中 （３－６） ２５２５（２８番人気）
普通馬連票数 計１２４２１５４ 的中 �� ２２９０（６０番人気）
馬単票数 計１０４７００８ 的中 �� １５９３（８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１７４２３ 的中 �� ６１０（７２番人気）�� ４３７４（１９番人気）�� ３４２２（２６番人気）
３連複票数 計１６５４１１５ 的中 ��� ２１４６（１２２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．８―１２．３―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．７―３５．５―４７．８―１：００．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３７．３
３ ・（５，８）（２，３，１２，１５）（１０，１６）（１，１１）（９，４，６）－１３－１４ ４ ・（５，８）（３，１２，１５）（２，１０）（１，１１）１６（９，４，６）＝１３，１４

勝馬の
紹 介

�ナムラオシリス �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００５．１１．６ 京都１着

２００３．５．３生 牡４鹿 母 フジミソレント 母母 ア ッ パ ー ６戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
〔出走取消〕 ユウアイラ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 トレノラピド号の騎手M．モンテリーゾは，第２日第５競走での負傷のため小林徹弥に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ナリタバクシン号・バクシンハヤブサ号
（非抽選馬） ５頭 アンクルストロング号・エイシンサットン号・キシュウティアラ号・テイエムオーディン号・プルーヴドメリト号



０１０３２ １月８日 晴 良 （１９京都１）第３日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

３６ ルックアミリオン 牝４栗 ５４ 小牧 太竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ４４２－ ２１：５３．９ ４．４�

４８ ドリームアプローチ 牝６鹿 ５５ 安藤 勝己 �グリーンファーム 五十嵐忠男 門別 川島 良一 ４０６± ０１：５４．２２ ４．８�
２４ オンワードスワン 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲上野 翔�オンワード牧場 柴田 政見 新冠 高橋 忍 ４５６＋ ４１：５４．８３� ９７．６�
２３ グッドバニラ 牝４鹿 ５４ 岩田 康誠杉立 恭平氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４２４－ ４１：５４．９� ６．２�
５１０ シャドウキャスター 牝５鹿 ５５ 福永 祐一飯塚 知一氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５１４－ ４ 〃 ハナ １１．７�
６１１

�
�
� キラメキパスワード 牝４栗 ５４ 和田 竜二ディアレスト 福島 信晴 静内 佐竹 学 ４３２＋ ４１：５５．１１	 ７．９�

６１２�� ウインフェイム 牝４栗 ５４ 川田 将雅�ウイン 浅見 秀一 三石 ヒサイファーム ４７６－ ４１：５５．３１� ２０．１	
４７ コスモソング 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文熊田 晋作氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４４６± ０１：５６．５７ ５３．５

５９ � メイショウマボンヌ 牝４栗 ５４ 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４４４＋ ４ 〃 ハナ ９７．１�
８１６� ヤマニンファビュル 牝４栗 ５４ 本田 優土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ５１０－ ２１：５６．６クビ ４．４�
７１４�� ジョーイーストン 牝５栗 ５５ 田嶋 翔上田けい子氏 小島 貞博 白老 習志野牧場 B４６４＋ ２１：５６．９１
 １５２．３
３５ クイックバレリーナ 牝４栗 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３０－ ６ 〃 クビ ６５．０�
７１３� キシュウレディ 牝５黒鹿５５ 黒岩 悠木村 善一氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４２０－１８１：５７．６４ ９８．８�
１１ � エフテーコンコルド 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 ５１０－ ８１：５８．０２� ３６．５�
１２ � スローアキッス 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介�ターフ・スポート加藤 敬二 浦河 大北牧場 ４９６± ０１：５８．７４ １５．１�
８１５�� アスカスマイル 牝４鹿

５４
５１ ▲北村 友一上野 武氏 作田 誠二 門別 石原牧場 ４４２± ０２：００．９大差 １２５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８００，８００円 複勝： ３４，２２４，６００円 枠連： ４８，５７１，５００円

普通馬連： １５１，２１６，４００円 馬単： １１９，７５３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，３０７，１００円

３連複： ２０２，３４４，０００円 ３連単： 発売なし 計： ６１８，２１８，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２００円 � １９０円 � １，２４０円 枠 連（３－４） １，１３０円

普通馬連 �� １，４８０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ７，１３０円 �� ５，５３０円

３ 連 複 ��� ４２，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４８００８ 的中 � ４５０８７（１番人気）
複勝票数 計 ３４２２４６ 的中 � ５２３６０（３番人気）� ５７０７３（１番人気）� ５２９０（１２番人気）
枠連票数 計 ４８５７１５ 的中 （３－４） ３１７６８（５番人気）
普通馬連票数 計１５１２１６４ 的中 �� ７５５５８（６番人気）
馬単票数 計１１９７５３９ 的中 �� ２９４５９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７３０７１ 的中 �� １７５６２（５番人気）�� １２３０（６１番人気）�� １５９１（５１番人気）
３連複票数 計２０２３４４０ 的中 ��� ３５５６（１１０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１２．５―１２．３―１２．９―１３．２―１３．４―１３．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．０―３５．５―４７．８―１：００．７―１：１３．９―１：２７．３―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F４０．０
１
３

・（１，１５）－１６－２（４，６，１２）１１，９（５，１０）（８，１３）（３，７）－１４
１６－１－６，１２，４，１１＝２（１５，１０）（９，１３，７）（５，８）－３－１４

２
４

・（１，１５）１６＝（２，６，１２）（４，１１）－９，１０（５，１３）８，７，３－１４
１６－（４，６）（１２，１１）１－（１０，８）－（７，３）２，１３（１５，５）９，１４

勝馬の
紹 介

ルックアミリオン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 アイネスフウジン デビュー ２００５．１２．１８ 中山１着

２００３．４．２生 牝４栗 母 ファストフレンド 母母 ザラストワード １３戦２勝 賞金 ２６，１４０，０００円
〔騎手変更〕 コスモソング号の騎手M．モンテリーゾは，第２日第５競走での負傷のため熊沢重文に変更。
〔発走状況〕 ジョーイーストン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ジョーイーストン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスカスマイル号は，平成１９年２月８日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 キシュウレディ号は，平成１９年２月８日まで平地競走に出走できない。



０１０３３ １月８日 晴 良 （１９京都１）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

ふ し み

伏 見 特 別
発走１４時３０分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

１１ �� アグネスアーク 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４６－ ４１：３４．５ ３．０�

５１０ ビッグカポネ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己藤井 宏次氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４５８± ０１：３４．７１	 ４．２�
６１１� スパニッシュソウル 牝４鹿 ５４ 藤岡 佑介八木 良司氏 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４５４－ ４１：３５．３３
 ３４．５�
８１５�� トップオブツヨシ 牡４鹿 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ４１：３５．４
 ３．２�
２４ � スマートカイザー 牡７鹿 ５７ 川田 将雅大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８１：３５．５
 ７２．９�
３６ キョウワノスター 牝６鹿 ５５ 田嶋 翔林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４５４＋１４ 〃 クビ ２００．２�
４８ � トウキュウトップ 牡５鹿 ５７ 小牧 太一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８４－ ２１：３５．６
 ２２．７�
７１４�� エアムートン 牡５栗 ５７ 岩田 康誠 	ラッキーフィールド田村 康仁 鵡川 上水牧場 ４５６＋ ６ 〃 ハナ ９．６

６１２ ステラマドレード 牝４鹿 ５４ 本田 優後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 静内 曾田農園 ４１４＋ ８１：３５．７クビ ４０．４�
１２ ダンシングオン 牡７鹿 ５７ 高田 潤 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：３６．０１� ５３．６
７１３ エイシンチャンドラ 牡４青鹿５６ 和田 竜二平井 豊光氏 宮本 博 米 Nancy S.

Dillman B４６２＋ ４ 〃 ハナ ８７．２�
２３ � ビッグファルコン 牡６栗 ５７ 熊沢 重文小林 昌志氏 中尾 正 浦河 小倉牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ １９．８�
４７ シャイニングアレキ 牝６青鹿５５ 福永 祐一市川 義美氏 池江 泰郎 千歳 社台ファーム ４５６＋１２１：３６．２１	 ９６．２�
８１６ スズカローラン 牝５鹿 ５５ 芹沢 純一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４２８＋ ２１：３６．６２
 ８３．９�
３５ ヒカルウェイブ 牝６黒鹿５５ 鮫島 良太高橋 光氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ６ 〃 クビ ７４．７�
５９

�
�
� キタサンメッセージ 牝５青鹿５５ 須貝 尚介�大野商事 須貝 彦三 静内 出羽牧場 ４４０＋１４１：３７．４５ ３１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，４４４，３００円 複勝： ４９，７８１，５００円 枠連： ５５，９９５，３００円

普通馬連： ２３５，８５７，９００円 馬単： １６１，１８５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，８１９，２００円

３連複： ２１３，０５１，８００円 ３連単： ５２９，６９９，８００円 計： １，３４２，８３４，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ５５０円 枠 連（１－５） ６６０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，４５０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ４，７３０円 ３ 連 単 ��� １３，９７０円

票 数

単勝票数 計 ３９４４４３ 的中 � １０４９７９（１番人気）
複勝票数 計 ４９７８１５ 的中 � ９１０７５（３番人気）� ９８５７８（２番人気）� １６８６７（８番人気）
枠連票数 計 ５５９９５３ 的中 （１－５） ６３５１４（３番人気）
普通馬連票数 計２３５８５７９ 的中 �� ２２９３６５（３番人気）
馬単票数 計１６１１８５１ 的中 �� ９９８１７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７８１９２ 的中 �� ４３３９６（３番人気）�� ９２８４（１４番人気）�� ９４５１（１３番人気）
３連複票数 計２１３０５１８ 的中 ��� ３３２６２（１３番人気）
３連単票数 計５２９６９９８ 的中 ��� ２７９９８（２４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．７―１１．８―１１．６―１１．７―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．４―４７．２―５８．８―１：１０．５―１：２２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．７
３ ・（９，１０）（３，１５）（１，４，１３）１２（５，７，１６）１４（２，１１，８）６ ４ ・（９，１０）１５（３，４，１３）１（７，１２）（５，１４，１６）２（１１，８）－６

勝馬の
紹 介

�
�
アグネスアーク �

�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ベ リ フ ア デビュー ２００６．１．９ 京都１着

２００３．４．２５生 牡４鹿 母 ベ ル セ ゾ ン 母母 ヴアインゴールド ３戦３勝 賞金 ２９，６１３，０００円
〔騎手変更〕 スマートカイザー号の騎手M．モンテリーゾは，第２日第５競走での負傷のため川田将雅に変更。

シャイニングアレキ号の騎手佐藤哲三は，第２日第５競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 ウインクルセイド号・カネトシツヨシオー号・ジョウノオーロラ号・シンボリプレオ号・パパラチア号・

マルブツライト号・ワイアットアープ号



０１０３４ １月８日 晴 良 （１９京都１）第３日 第１０競走 ��
��２，０００�

ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走１５時０５分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

４５ シルクネクサス 牡５栗 ５７ 四位 洋文有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新
冠支場 ５０６＋１４２：０２．０ ２１．８�

８１３ ロックスピリッツ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６ 〃 ハナ ３．７�
５７ ファランドール 牝５鹿 ５５ 武 幸四郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４３０＋ ２２：０２．２１ １０．１�
７１１� リキサンポイント 牡４青鹿５６ 本田 優 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B５０８＋ ８ 〃 クビ １３．２�
３３ � マルタカハーモニー 牡５黒鹿５７ 池添 謙一高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４７４－ ８２：０２．３クビ １８．１�
５６ � アマノブレイブリー 牡７黒鹿５７ 藤岡 佑介中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 昭和牧場 ４９０＋ ４ 〃 ハナ １１２．２	
６８ 	 テイエムテンライ 牡７鹿 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 追分 追分ファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ １１４．７

１１ � トウカイラブ 牝７鹿 ５５ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 門別 福満牧場 ５０２＋ ４２：０２．４
 ６．６�
４４ � ラバグルート 牡６栗 ５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ２２：０２．５
 ３７．０�
６９ アグネスラック 牝４芦 ５４ 福永 祐一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７８＋ ８２：０２．７１� ９．９
７１０ エ ア サ バ ス 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己 �ラッキーフィールド伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ５２８＋ ６２：０２．８
 ２．８�
８１２ キョウワスプレンダ 牡６栗 ５７ 太宰 啓介林 順子氏 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ２６．５�
２２ ガッサングリーン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 ５０６± ０２：０３．２２
 ５７．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４７，１５７，３００円 複勝： ６４，３８４，７００円 枠連： ６５，８４８，８００円

普通馬連： ３１６，４３４，２００円 馬単： ２０５，２２９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６９，２４５，８００円

３連複： ２７３，７７７，７００円 ３連単： ６６１，７４６，５００円 計： １，７０３，８２４，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２，１８０円 複 勝 � ５５０円 � １６０円 � ３００円 枠 連（４－８） ２，７４０円

普通馬連 �� ４，６７０円 馬 単 �� １１，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６００円 �� ２，５４０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １２，８９０円 ３ 連 単 ��� ９６，１６０円

票 数

単勝票数 計 ４７１５７３ 的中 � １７０５９（８番人気）
複勝票数 計 ６４３８４７ 的中 � ２４３１９（８番人気）� １４４１５３（２番人気）� ５２１５２（４番人気）
枠連票数 計 ６５８４８８ 的中 （４－８） １７７９５（１１番人気）
普通馬連票数 計３１６４３４２ 的中 �� ５００４５（１９番人気）
馬単票数 計２０５２２９２ 的中 �� １３５３８（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６９２４５８ 的中 �� １０４７１（２０番人気）�� ６５００（２９番人気）�� ２６１６１（６番人気）
３連複票数 計２７３７７７７ 的中 ��� １５６８５（４０番人気）
３連単票数 計６６１７４６５ 的中 ��� ５０７９（２８２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．４―１２．２―１２．５―１２．７―１２．３―１１．９―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．０―３６．４―４８．６―１：０１．１―１：１３．８―１：２６．１―１：３８．０―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．９
１
３

・（８，１１）（７，１０）４（５，９，１３）６，１，１２－（２，３）・（８，１１）（４，２）（７，１０）（６，１３）（９，１２）（５，１）３
２
４

・（８，１１）（４，１０）７（６，９，１３）５（１，１２）（２，３）・（８，１１）７（４，１０）（６，５，１３）（２，１２）（３，９，１）
勝馬の
紹 介

シルクネクサス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 スターリフト デビュー ２００４．７．１１ 阪神８着

２００２．２．１９生 牡５栗 母 シルキーヒロイン 母母 シルヴアード ２８戦５勝 賞金 １０９，４２８，０００円
〔騎手変更〕 キョウワスプレンダ号の騎手佐藤哲三は，第２日第５競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。
※シルクネクサス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０１０３５ １月８日 曇 良 （１９京都１）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�第４１回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金２，０００万円以上
の馬１�増

日刊スポーツ新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．１
１：３１．５

良

良

７７ � アドマイヤオーラ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２１：３５．１ ４．４�

７８ � ダイワスカーレット 牝３栗 ５４ 安藤 勝己大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２１：３５．３１� １．９�
５５ � ローレルゲレイロ 牡３青鹿５７ 本田 優 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７０－ ２１：３５．７２� ３．０�
１１ � エーシンビーエル 牡３鹿 ５６ 幸 英明平井 宏承氏 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５２２＋ ２１：３５．９１	 ５３．７�
６６ � ジャングルテクノ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �サンデーレーシング 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２１：３６．５３� ４６．２�
８９ �
 スズカライアン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二永井 啓弍氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 ４８６－ ６１：３６．６� ６６．４	
３３ � ビ ン チ ェ ロ 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６２－ ４１：３６．７� ４３．４

２２ � エイシンイッキ 牡３栗 ５６ 福永 祐一平井 豊光氏 森 秀行 米 Gilbert G.

Campbell ４４４± ０１：３７．０１� １６．６�
８１０�
 キングブレーヴ 牡３鹿 ５６ 川島 信二辻 俊夫氏 安藤 正敏 浦河 ヒダカフアーム ４５２± ０１：３７．３２ ２４１．６�
４４ 
 マイネルフォーグ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 永田 克之 ４４４－ ２１：３７．４� ５３．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５５，８４７，１００円 複勝： １１４，９２３，５００円 枠連： １５０，７４４，１００円

普通馬連： ６９５，９０７，９００円 馬単： ７１２，７４６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６３，９８７，５００円

３連複： ５９１，４６３，８００円 ３連単： ２，３９５，９９４，８００円 計： ４，９８１，６１５，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １２０円 � １００円 � １００円 枠 連（７－７） ３７０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� １６０円 �� １２０円

３ 連 複 ��� ２１０円 ３ 連 単 ��� １，５９０円

票 数

単勝票数 計１５５８４７１ 的中 � ２８３５４４（３番人気）
複勝票数 計１１４９２３５ 的中 � ２１５０６２（３番人気）� ３８７０４２（１番人気）� ３０５２９１（２番人気）
枠連票数 計１５０７４４１ 的中 （７－７） ３０１３０３（２番人気）
普通馬連票数 計６９５９０７９ 的中 �� １３７６４３８（２番人気）
馬単票数 計７１２７４６８ 的中 �� ５７２９５３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６３９８７５ 的中 �� ３０５５３８（２番人気）�� ２２６９８８（３番人気）�� ４０１１９０（１番人気）
３連複票数 計５９１４６３８ 的中 ���２１３２５５１（１番人気）
３連単票数 計２３９５９９４８ 的中 ���１１１６１７９（４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１２．３―１２．３―１１．７―１２．０―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．６―４７．９―１：００．２―１：１１．９―１：２３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３４．９
３ ２＝１，８，６，７（５，９）（１０，４，３） ４ ２＝１，８，６，７（５，９）（１０，４，３）

勝馬の
紹 介

�アドマイヤオーラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Caerleon デビュー ２００６．１１．４ 京都１着

２００４．２．１９生 牡３鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン ３戦２勝 賞金 ５３，８７５，０００円
〔騎手変更〕 スズカライアン号の騎手佐藤哲三は，第２日第５競走での落馬負傷のため和田竜二に変更。
〔その他〕 エイシンイッキ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エイシンイッキ号は，平成１９年２月８日まで出走できない。



０１０３６ １月８日 曇 良 （１９京都１）第３日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１２� セレスクラブ 牡５鹿 ５７
５６ ☆鮫島 良太岡 浩二氏 鮫島 一歩 浦河 村下牧場 ４８４＋ ４１：２４．６ ５３．５�

８１５� ナナヨーヒマワリ 牡６栗 ５７ 小原 義之尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５０８＋ ６１：２４．７� ２４．７�
１２ ナムラアトランテス 牡４栗 ５６ 太宰 啓介奈村 信重氏 野村 彰彦 静内 漆原 哲雄 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ５．８�
５１０� アサクサアンデス 牡４鹿 ５６

５３ ▲北村 友一田原源一郎氏 古川 平 新冠 武田牧場 ４５６± ０ 〃 アタマ １１．３�
７１４� カイテキネオ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己国本 勇氏 中尾 秀正 門別 前川 義則 ４６０＋ ２１：２４．８クビ ３．６�
４７ エアオーサム 牡６鹿 ５７ 福永 祐一 �ラッキーフィールド松永 昌博 様似 猿倉牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ５．７�
６１１� ゼンノグッドウッド 牡４鹿 ５６ 武 幸四郎大迫久美子氏 武 邦彦 千歳 社台ファーム ５３４＋ ４１：２５．０１� ２０．９	
５９ マルブツランナー 牡４栗 ５６ 小牧 太大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４６６＋ ４ 〃 ハナ １７．８

２４ ホシシャトル 牡４黒鹿５６ 秋山真一郎永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５０６＋ ２１：２５．２１� ８．３�
３５ アイシースズカ 牝７黒鹿５５ 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４５２－ ６１：２５．４１� ２３．９�
４８ � ソブリンブライト 牡５鹿 ５７ 幸 英明藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４９０－ ２１：２５．６１� ９１．２�
２３ � ミヤジヒート 牡４鹿 ５６

５３ ▲上野 翔曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ５０４＋１０１：２６．２３� １０．９�
３６ ゴールドイモン 牡５黒鹿５７ 和田 竜二井門 敏雄氏 柴田 光陽 新冠 須崎牧場 B５０２± ０ 〃 ハナ １１．１�
７１３ ナリタグランジャー 牡７鹿 ５７ 川田 将雅�オースミ 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５２４＋ ８１：２６．８３� １１６．２�
１１ スリーリクエスト 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦永井商事� 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７０± ０１：２７．８６ １９４．３�
８１６ インテリアワード 牡４鹿 ５６ 川島 信二十二 政美氏 矢作 芳人 三石 加野牧場 ４９０＋ ６１：２８．４３� ７１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６６，７０６，５００円 複勝： ８９，９４６，８００円 枠連： １１２，６６６，９００円

普通馬連： ４０９，２７９，３００円 馬単： ２５７，９３０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １００，４３５，７００円

３連複： ３９６，２７５，４００円 ３連単： ８９０，７１６，４００円 計： ２，３２３，９５７，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５，３５０円 複 勝 � １，０９０円 � ６００円 � ２４０円 枠 連（６－８） ６，６６０円

普通馬連 �� ５９，７２０円 馬 単 �� １２７，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２，６１０円 �� ４，４８０円 �� ２，４００円

３ 連 複 ��� １１７，７９０円 ３ 連 単 ��� １，１１０，３９０円

票 数

単勝票数 計 ６６７０６５ 的中 � ９８２９（１２番人気）
複勝票数 計 ８９９４６８ 的中 � １９１６３（１２番人気）� ３６８７４（１１番人気）� １２０５１８（２番人気）
枠連票数 計１１２６６６９ 的中 （６－８） １２４９４（２９番人気）
普通馬連票数 計４０９２７９３ 的中 �� ５０５８（８７番人気）
馬単票数 計２５７９３０５ 的中 �� １４９２（１８０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１００４３５７ 的中 �� １９３６（８１番人気）�� ５５１７（５５番人気）�� １０４７４（３２番人気）
３連複票数 計３９６２７５４ 的中 ��� ２４８３（２４５番人気）
３連単票数 計８９０７１６４ 的中 ��� ５９２（１７５１番人気）

ハロンタイム １１．８―１１．０―１１．６―１２．２―１２．５―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．８―２２．８―３４．４―４６．６―５９．１―１：１１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３８．０
３ ・（１６，６，１０）－（４，１４，１２）（１，３）７（２，１３）１１（８，９）１５＝５ ４ ・（６，１０）（１６，１４）（４，７，１２）３（１，２）１１（９，１３）（８，１５）－５

勝馬の
紹 介

�セレスクラブ �
�
父 エ ブ ロ ス �

�
母父 プリンスオブバーズ デビュー ２００４．９．２０ 札幌８着

２００２．３．２９生 牡５鹿 母 ホーマンマルサ 母母 ブラツクレター ２１戦４勝 賞金 ３６，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 グレイトアロー号・パントマイミスト号



（１９京都１）第３日 １月８日 （祝日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２５８，６４０，０００円
４，２００，０００円
２２，６００，０００円
４００，０００円
１，６６０，０００円
２８，３６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，７８５，０００円
５，４９８，８００円
１，８０７，９００円

勝馬投票券売得金
４７２，４４８，０００円
５１８，９９５，５００円
６５２，５５２，０００円
２，４２６，２３０，２００円
２，０４９，７６９，６００円
６０４，１７３，６００円
２，５５９，４１７，５００円
４，４７８，１５７，５００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １３，７６１，７４３，９００円

総入場人員 ３３，３２６名 （有料入場人員 ３２，６９１名）




